牛島ちえ
自己紹介：
MC,ナレータ、イベントコンパニオンのほかに、ホテルのフロント勤務、メー
カーの海外営業、警備、シナリオライターなど様々な仕事をしてまいりまし
た。MC では過去の仕事で培ってきた「気配り」を尽くし進行して参ります。
ナレーターとして製品説明をするときは、まるで社員かと思われるようなリ
アリティと説得力を持たせます。頂いたお仕事は誠心誠意、クライアント様に
尽くしてまいりますので宜しくお願いします。

対応言語：
日本語→母国語
英語→ビジネス

対応サービス：
バイリンガル MC、ナレーション

資格：
・TOEIC815
・実用英語技能検定 準１級
・教員免許（中学、高等学校）英語

実績：
【日英】
・東京モーターショー2019/矢崎総業
（メインステージにて完パケ、暗記）NA
・鉄道フェスティバル/プラチナトレイン MC
・IBM Research Frontiers Institute MC
・ヨーロピアンコミッション MC
・ツーリズムエキスポ/商談コーナー MC

【日本語】

・Edvation x Summit 2018

・パレスホテル立川サロンコンサート MC

・イトーヨーカドーハロウィンイベント MC

・シャープフェア

・危機管理産業展 特設ステージ MC

MC

MC

・区議会選挙ウグイス嬢

・ツーリズムエキスポ/「明治日本の産業革命遺産」世界遺

・NEW アーモンド試飲会 MC

産協議会ブース MC

・サプラ演芸ショーMC

・Japan IT week/日本マイクロソフトブース MC

・AstraZeneca Brest cancer conference MC

・DAZN for docomo sports lounge

・AstraZeneca special lecture MC

・CHUGAI Directors of Pahrmacy Forum 2018

・人工関節学会 MC

・ダイソン掃除機 T&T イベント MC

・サプラビンゴ大会 MC

・同志社女子大学公式庭球部創部 67 周年記念式典

・東証 IR フェスタ MC

・日産部品販売サービス技術大会

・エコプロダクツ/JOGMEC ブース

NA

・Lenovo Yoga PC

NA

MC

MC

NA

MC

Chie Ushijima
Bilingual MC / Narrator
I have carrier as MC, Narrator, scenario writer and Promotional model
and used to work as reception of hotel, Oversea sales of
manufacturing company and security. I am MC of delicate attention
and explain your product as if I am working in your company as official
staff. Always doing and making my best for client who hires me. I hope
to see you soon.
Language：
Japanese → Native
English → Business
Services：
Bilingual MC, Narration
Qualification：
・TOEIC815
・English proficiency exam Pre 1st
・Teaching Credential (Junior and High school) of English
Professional Experience：
MC
【Bilingual (Japanese and English)】
・Tokyo Motor Show 2019 NA
・IBM Research Frontiers Institute MC
・European Commission MC
・Tourism Expo

MC

【Japanese】

・Halloween parade of shopping mall

・Railway Festival / Platinum Train MC

・Riscon Tokyo

・Palace hotel Tachikawa salon concert
・SHARP festival

MC

MC

MC

special stage MC

・Tourism Expo /Japanese world heritage of Meiji era
MC

・Public announce of ward assembly election

・Japan IT week/ Microsoft

・MEIJI new Almond drink tasting event

・DAZN for docomo sports lounge

MC

MC
MC

・Amusement show of shipping mall MC

・CHUGAI Directors of Pahrmacy Forum 2018

・AstraZeneca Brest cancer conference MC

・Dyson cleaner T&T event MC

・AstraZeneca special lecture MC

・ 67th Anniversary event of Doshisha women’s

・Artificial hip joint academy MC

college of liberal arts Tennis club

・Bingo party of shopping mall MC

・Nissan technique convention of auto parts sales

・Tokyo stock exchange IR

MC

MC

・Eco products /JOGMEC

NA

・Edvation x Summit 2018

MC

・Lenovo Yoga PC

NA

NA

MC

